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■概要 設立 昭和44年1月  資本金 4,800万円　全役職員数9名 (うち技術系 8名)

【代表者】代表取締役　須永　和久　　代表取締役　佐谷　和江

【役員】 (取)林　泰義 (取)加藤　　明 (取)加藤　普之 (取)平井　允

 (取)伊藤　光造 (取)寺川　重俊 (取)広瀬　将人

【登録】 建設コンサルタント登録　建24第3413号（平成24年7月29日）

【所属団体】 日本都市計画家協会／再開発コーディネーター協会　

【本社以外の事業所】

 
  
■特徴・特色・業務内容

地方公共団体の都市計画行政・住宅行政・福祉行政等に対する各種計画立案・コンサルティングから、ワークショップ手法を取り

入れた住民参加による市民と協働のマスタープラン等の計画立案、地区計画制度の立上げ、中心市街地や地方を元気にする活動、

ＮＰＯ、コミュニティビジネス等に関するコンサルティングなど幅広い分野を業務としています。
 
■都市・地方計画部門の概要
【過去5年間の年平均受注件数・金額】 22件 95百万円

【主な業務内容】

(1) 土地利用計画等 (2) 市街地整備計画・事業 (3) 都市景観・アーバンデザイン

(4) 無し (5) 無し (6) 住宅系計画・設計

(7) 無し (8) 都市計画制度等の調査・研究 (9) その他

【技術者数】 8名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 5名 一級建築士 0名 RCCM 0名 土地区画整理士 0名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 1名

【管理技術者】 須永　和久   技術士   　　　　　東京大学都市工学   昭61年
 
■その他部門の概要
【都市・地方計画部門以外の主な併設業務】

 (1)防災計画・防災まちづくり活動の支援

(2)住民参加、協働のまちづくりコーディネート及びファシリテート
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
須永　和久 主な担当業務
  東京大学都市工学 昭61 １.武蔵野市/都市マスタープラン改定支援等業務委託/H21-23
  技術士 ２.神奈川県/環境調和型エネルギー都市の研究/H12-14

佐谷　和江 主な担当業務
  千葉大学大学院自然科学研究科 平16 １.地区計画行政研究会/地区計画マニュアル（基礎編）/H22
  技術士 ２.川崎市/宮前区区民会議運営業務委託/H22-23
  学術博士

加藤　明 主な担当業務
  東京理科大学建築 昭64 １.東京都/小笠原の都市づくり調査委託（その１・２）/H20
  技術士 ２.小笠原村/小笠原街並み景観づくり調査委託/H17

岡村　竹史 主な担当業務
  早稲田大学大学院建設工学 平9 １.渋川市.成和コンサルタント/渋川市中心市街地活性化に関する業務/H19-23
  技術士 ２.国土交通省/土地利用基本計画の活用に関する業務/H19-21

宮本　隆介 主な担当業務
  千葉大学建築 平9 １.横浜市/横浜マーチャンダイジングセンター・まちづくりルール検討支援/H20-
  技術士補 ２.逗子市/逗子市まちづくり基本計画策定支援/H15-H17

阿部　正 主な担当業務
  埼玉大学建設工学 平16 １.大田区/大田区景観計画策定にむけた基本調査委託/H22-23
  技術士補 ２.練馬区/中村橋駅周辺地区まちづくり活動推進事業業務委託/H19

西原　まり 主な担当業務
  東京大学大学院都市工学 平19 １.武蔵野市/都市マスタープラン改訂支援等業務委託/H22-23
  技術士 ２.目黒区/「目黒区景観計画」策定及び「目黒区景観条例」制定支援業務委託/H21

尋木　良平 主な担当業務
  工学院大学大学院建築 平23 １.目黒区/平成２３年度西小山街づくり協議会活動支援業務委託/H23
  ２.川崎市/幸区こども総合支援ネットワーク会議運営支援業務委託/H23
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

東京都大田区 景観計画策定にむけた調査・検討業務委託 3 22-24
3カ年の調査で、学識経験者、団体及び業界代表、区民および区職員からなる大田区景観計画策定委員会を設置し、景観計画
の検討を進めるとともに、平成25年度中を予定している景観計画の運用に向けて、景観計画を分かりやすく解説した概要版
や建築物景観・色彩・公共施設ガイドラインの案などを作成した。

武蔵野市 都市マスタープラン改定支援等業務委託 1 21-22
改定にあたって状況変化に応じた時点修正を基本とし、かつ景観まちづくりの方針を新たに加えた。具体的な業務としては
、改定委員会資料の作成、改定案の作成支援、公告縦覧の支援等を行った。また、市民意見の聴取としては、市民参加の地域別の
意見交換会において出された意見に対し、きめ細かく対応し修正を行った。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

目黒区 まちづくり協定策定等支援業務委託（自由が丘南口地区） 8 H22-23

目黒区 平成２３年度西小山街づくり協議会活動支援業務委託 2 H23

目黒区 （仮称）目黒通り沿道景観軸特定区域景観形成基準策定支援業務委託 3 H22-23

目黒区 目黒区住宅マスタープラン改定資料の作成委託 6 H22-23

目黒区 目黒駅周辺地区整備構想策定支援業務委託 2 H23

大田区 大田区景観計画策定にむけた業務委託（2ヵ年） 3 H23

横浜市 協同組合　横浜マーチャンダイジングセンター地区活動支援（地域まちづく 2 H20-23

りルール検討調査）業務

墨田区 商業活性化すみだプログラム（押上・業平橋地区以外）推進事業の業務委託 9 H21-23

墨田区 商業活性化すみだプログラム（玉ノ井地区以外）推進事業の業務委託 9 H23

押上・業平橋地区活性化協議会 平成２３年度「おしなり商店街振興組合」事務局業務の業務委託 9 H23

武蔵野市 武蔵野市高さ制限導入検討支援等業務委託 8 H23

成和コンサルタント（株）／渋川市 渋川市中心市街地活性化推進事業業務補助 2 H21-23

全国地区計画推進協議会／静岡県 地区計画行政研究会報告書（「地区計画マニュアル（応用編）の改訂）作成 8 H23

業務委託

国土交通省都市局 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン詳細検討業務 2 H23

（その１３）

国土交通省都市局 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン詳細検討業務 2 H23

（その２７）

国土交通省都市局 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン詳細検討業務 2 H23

（その５１）

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン概略検討調査業務 2 H23

（ひたちなか市・大洗町）

川崎市 宮前区区民会議運営業務委託 9 H23

川崎市 平成２３年度幸区こども総合支援ネットワーク会議運営支援業務委託 9 H23

墨田区 商業活性化すみだプログラム（押上・業平橋地区）推進事業の業務委託 8 H20-22

大田区 大田区景観計画策定にむけた基本調査委託 3 H22

武蔵野市 都市マスタープラン改訂支援等業務委託 1 H21-22

目黒区 「生活創造軸」形成に向けた基礎的調査業務委託 2 H22

全国地区計画推進協議会／広島県 「地区計画マニュアル（基礎編）の改訂について」調査・研究業務 8 H22

足立区 景観計画推進支援等業務委託 3 H21

（株）生態空間研究所／目黒区 「目黒区景観計画」策定及び「目黒区景観条例」制定支援業務委託 3 H21.20

足立区 東武伊勢崎線竹ノ塚駅周辺地区まちづくり計画作成業務委託 2 H21

国土交通省土地・水資源局 土地利用基本計画の計画策定支援のための土地利用の調整事例収集業務 1 H21

全国地区計画推進協議会／広島県 「既存の地区計画における運用や変更の状況に関する研究」調査・研究業務 8 H21

町田市 町田市市街化調整区域土地利用方針の検討に関する業務委託 1 H20

足立区 足立区景観ガイドライン等策定業務委託 3 H20

（株）ケン・コーポレーション 円山町街づくり計画作成業務 2 H20

全国地区計画推進協議会／埼玉県 「地区計画を活用した景観形成に関する研究」の調査・研究業務 3 H20

品川区 品川区震災復興マニュアル策定業務委託 2 H20

東京都都市整備局 小笠原の都市づくり調査委託 3 H19-20

国土交通省土地・水資源局 成熟型社会に対応した土地利用の誘導手法のあり方に関する調査研究業務 1 H19-20

成和コンサルタント（株） 渋川市環境基本計画策定および環境基本計画推進事業業務補助 2 H20

練馬区 中村橋駅周辺地区まちづくり活動推進事業業務委託 2 H18-19

町田市 町田市市街化調整区域の現状調査とあり方検討業務委託 2 H19

東京都小笠原村 小笠原景観基礎調査委託 3 H19

全国地区計画推進協議会／埼玉県 「市街化調整区域の地区計画制度に関する研究」の調査・研究業務 8 H19

成和コンサルタント（株）／渋川市 渋川市中心市街地活性化推進基本構想基礎調査業務補助 2 H19

国土交通省大臣官房会計課 高齢者の街なか居住への適応等に配慮した都市・住宅整備に関する面接 6 H19

調査業務

（株）生態空間研究所／目黒区 目黒区景観形成方針改訂及び景観計画策定業務 3 H19

国土交通省土地・水資源局 土地利用に関する計画の評価手法に関する調査研究 1 H17-18

横浜市 トリエンナーレ会場構想検討調査 3 H18

国土交通省国土交通政策研究所 高齢者の街なか居住への適応等に配慮した都市・住宅整備に関する調査 6 H18

さいたま市 さいたま市福祉のまちづくり推進指針等作成業務委託 6 H17

逗子市 まちづくり基本計画策定支援委託等業務 3 H16-17

中央区 地域との協働指針の策定に関する調査等委託 8 H17


